
平成 30年度事業報告 

５）東 海 地 方 会 

（地方会長：斉藤 政彦） 

１．総会を 11月 24日（土）に名古屋市にて開催した。 

 

２．理事会を 3回（7月 14日、10月 13日、1月 12日）開催した。 

 

３．平成 30年度日本産業衛生学会東海地方会学会を開催した。 

  開催日：11月 24日（土）9:00～17:00 

会 場：中部大学名古屋キャンパス 

  一般演題 15題 

   

メインテーマ：「13次防への期待 －産業保健のボトムアップを目指して」 

特別講演「１３次防への期待 －１３次防の概要と目指す方向 －」 

演者：大久保克己（愛知労働局労働基準部健康課 地方労働衛生専門官）  

シンポジウム「13次防への期待 －産業保健のボトムアップを目指して」 

座長：後藤義明（富士電機三重工場健康管理センター 所長） 

    梅津美香（岐阜県立看護大学 教授） 

「過重労働対策のあり方」 

山本 誠（ヤマハ健康管理センター 産業医） 

「職場における両立支援の基本」 

渡井 いずみ（名古屋大学大学院医学研究科看護学専攻 准教授） 

「若者への産業保健教育の期待」 

榊原 洋子（愛知教育大学 准教授） 

参加者数：101名 

 

４．地方会四部会による活動が以下のように実施された。 

  ・産業医部会 

産業医部会懇話会 

開催日：3月 10日（土）14:00～17:00 

会 場：ウィンク愛知 1207会議室 

   講演：『産業医活動と衛生学、公衆衛生学』 

講師：塚原 照臣（信州大学医学部 公衆衛生学教室 教授） 

会員活動報告・討論 

報告 1 より広がる産業保健活動に向けて 

道井 聡史 先生（本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所） 

報告 2 現地現物の考えを産業医活動に 

平野 貢 先生（豊田自動織機 刈谷工場） 

報告 3 専属産業医から嘱託産業医へ ～女性産業医のワークライフバラン

スの模索 

足立 留美子 先生（アールエイチ産業医事務所） 

参加者数：37名 

 

・産業看護部会 

産業看護部会研修会 

開催日：12月 2日（日）13:00～14:30 

会 場：中部大学名古屋キャンパス 6階ホール（名古屋市） 



講 師：桃山学院教育大学 栗岡住子 先生 

テーマ：業務に役立つ文章作成 ～産業看護職としてのスキルを磨こう～ 

参加者：45名 

 

・産業衛生技術部会 

東海産業衛生技術部会第 10回特別企画 

開催日：12月 15日（土）13:15～16:15 

会 場：中部大学名古屋キャンパス（名古屋市） 

教育講演Ⅰ  （座長：名古屋市立大学 伊藤由起生） 

「産業化学物質と発がん性」 

村田 真理子先生（三重大学大学院医学系研究科環境分子医学分野 教授） 

教育講演Ⅱ  （座長：中部大学 那須民江先生） 

「芳香族アミンばく露と膀胱がんについて」 

甲田茂樹先生 （労働安全衛生総合研究所 所長代理） 

「樹脂の製造工程について」 

指定発現 （愛知労働局労働基準部地方労働衛生専門官 大久保克己先生） 

参加者数：45名 

   

・産業歯科部会 

第 13回研修会 

開催日：11月 25日（日）10:00～13:00 

会 場：ルブラ王山（名古屋市） 

講演：栄養と運動と健康について 

講師：近藤浩代（名古屋女子大学准教授・家政学部食物栄養学科） 

参加者：12名 

 

５．第 31回産業保健スタッフのための研修会を開催した。 

  開催日：2月 2日（土）13：00～17：00 

会 場：アイ.エム.ワイ.貸し会議室 千種 5階第 3会議室（名古屋市） 

  教育講演 

「労働者における睡眠問題 up to date」 

講師：佐々木 司 (公益財団法人 大原記念労働科学研究所) 

パネルディスカッション 

「産業現場における睡眠問題と対策について考える」 

座長：上原正道 酒井秀精 

「運転業務従事者における睡眠問題と健康管理の実際」遠田和彦 （東海旅客

鉄道㈱産業医） 

「交代勤務者の不眠と高血圧」北村哲也 （鈴鹿中央総合病院循環器内科医師） 

「睡眠を考慮した保健指導のポイント」荒井方代（ヤマハ発動機㈱保健師） 

「睡眠健康障害における歯科保健トピック」水野辰哉 （愛知学院大学歯学部

歯科医） 

参加者数：96名（会員：54名、非会員：42名） 

 

６．地方会内の研究会活動を以下のように実施した。 

・振動障害研究会 

第 32回振動障害研究会  

開催日：1月 12日（土）13:00～16:00 



会 場：名古屋大学医学部保健学科（名古屋市） 

   １．「工具の 3 軸実振動に対する防振手袋の振動軽減性能の予測」 

柴田 延幸（労働安全衛生総合研究所） 

２．「振動障害予防を目指した騒音対策の取り組み」 

渡部 幸雄（アピュアン株式会社） 

３．「低振動ニューマチック工具開発への取り組み」 

馬島 卓也（日本ニューマチック工業株式会社） 

参加者：26名 

 

７・地方会代議員・地方会会長選挙ならびに本部理事候補者選挙を実施した。 

  地方会選挙管理委員 

  遠田 和彦、足立 留美子、市丸 麻衣子、加藤 一夫、黒川 淳一、 

後藤 由紀、酒井 潔、酒井 秀精、菅沼 要一郎、成定 明彦、水口 要平、

山本 誠 

 

代議員選挙当選者（県別、50音順） 

（愛知県：定数 36） 

石川 浩二   市丸 麻衣子  伊藤 由起   上原 正道 

浦上 年彦   榎原 毅    大久保 浩司  太田 充彦 

加藤 一夫   加藤 隆康   上島 通浩   川角 美佳 

高畑 真司   小林 章雄   斉藤 政彦   酒井 潔 

榊原 洋子   佐藤 博貴   白石 知子   塚田 月美 

内藤 久雄   中元 健吾   那須 民江   七浦 広志 

成定 明彦   西谷 直子   西村 夏弥   久永 直見 

平野 貢    松浦 清恵   水口 要平   水谷 聖子 

村崎 元五   八谷 寛    山本 直樹   渡井 いずみ 

（静岡県：定数 18） 

青山 行彦   赤津 順一   秋山 ひろみ  足立 留美子 

池田 友紀子  内野 文吾   遠田 和彦   尾島 俊之 

近藤 祥    清水 正昭   菅沼 要一郎  巽 あさみ 

土屋 眞知子  中村 美詠子  新島 邦行   西 賢一郎 

三浦 真美   山本 誠 

（三重県：定数 9） 

河南 文子   北山 勉    後藤 由紀   後藤 義明 

酒井 秀精   笽島 茂    高崎 正子   古田 さとり 

松田 元  

（岐阜県：定数 3） 

井奈波 良一  黒川 淳一   牧野 茂徳 

 



会長選挙当選者 

斉藤 政彦 

 

本部理事候補者選挙当選者（50音順） 

上島 通浩       斉藤 政彦        笽島 茂  

 

８・地方会ニュースを 2回発行した。 

  第 90号（7月 1日）、第 91号（1月 16日） 

 

９．事務局の管理で UMIN に設置したホームページを運営し、地方会関連行事や理

事会の案内などを行った。（http://tosh-net.umin.jp/） 

 

 

 

 

 


